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　これまでに、みなさんは、わたしたちのすむ大阪市でいろいろな自然
環境や生き物について、見たり、ふれたりしてきました。また、季節や場
所によって、自然や生き物の様子にちがいがあることも学習してきまし
た。
　そんな自然や生き物について、どのようなつながりがあり、また、どの
ような環境で生きているか考えてみましょう。

「生物多様性」って何だろう？

P.4～5

た    よう  せい

わたしたちのくらしと生き物1

P.6～10

「外来種」って何だろう？

P.11～12

自然を守るために
どんな活動をしているのかな？

P.13

かん きょう

かん きょう

何のためにワンドを
つくったのだろう？

わたしたちにできる
ことは何かな？

外来種によって、自然がど
のように変わったのかな？

城北ワンド
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見てみよてみよう見てみよう
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　グローバル化が進み、地球規模の環境問題が深刻になってきた今、地球上のすべての国が

協調して立ち向かわないと、環境問題は決して解決できません。世界の科学者たちも地球環

境の将来予測を発表し、従来のような経済発展を続けると私たちの社会が持続できないと警

告しています。そのために、環境をテーマとした国際会議が開催され、国際条約や議定書など

の協定が結ばれるなど、世界の国々はともに地球環境問題に取り組もうとしています。

　こうした世界の動きに呼応して、日本でもエネルギーや資源をなるべく使わずに、地球環

境になるべく影響を与えないような社会のあり方や暮らし方をめざす動きが加速していま

す。とくに平成23年の東日本大震災と原子力発電所の事故は、私たちの暮らしを支えている

エネルギーの創り方や使い方に見直しを迫るきっかけとなりました。もともと日本は、石炭・

石油・天然ガスなどの化石燃料への依存度が主要国の中でもきわめて高く、それらを海外か

らの輸入に頼っているために、エネルギー自給率（生活や経済活動に必要な一次エネルギー

のうち、自国内で確保できる比率）が低いという問題を抱えていましたが、震災以降はさらに

自給率が低下しています。日本は石油危機の時にずいぶん省エネが進んだと言われています

が、自然エネルギーなどの再生可能エネルギーの導入がまだ少ないために、私たちが普段何

気なく使っている製品の多くは、地球が46億年前に誕生して以来、長い時間をかけて作り出

してきた化石燃料を使って作られていることになります。

　さらに大量生産によって、限りある資源もどんどん使われ、化学物質によってさらなる環

境汚染や健康被害が進むなど、地球規模の環境問題は深刻化しています。

　大都市・大阪で暮らすみなさんが、日々の暮らし方を見直して

大阪の環境を守ることは、世界の環境を守ることにつながっていき

ます。この「おおさか環境科」には、みなさん自身に何ができるか、

それが将来の世界の環境をどう変えていくか、考えるヒントがたく

さんあります。学校で、お家で、地域で、みなさんが主役となり、環境

のためのエコな行動を進めてくださることを願っています。

　　　　　　　　　　　　                         　おおさか環境科教材編集委員会【監修】  

　　　　　　　　　　　　                         　花田　眞理子（大阪産業大学大学院教授）
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  フジバカマ

1 自然のめぐみ＜生物多様性＞

54

　地球上には3,000万種ともいわれるさまざまな生き物がいます。生き物は
それぞれに個性があり、つながりあって生きています。この生き物たちの豊
かな「個性」と「つながり」を生物多様性といいます。
　わたしたち人間も、この生物多様性の一部です。わたしたちのくらしは、
たくさんの生き物や自然環境によって成り立っています。

　このまま生物多様性が失われていってしまうと、多くの生き物に支えられ
ているわたしたちのくらしも成り立ちません。
　さまざまな生き物がくらしていける自然環境を守るために、わたしたちに
どんなことができるでしょうか。

　もともとその地域にはいな
かったのに、人間の活動に
よって他の地域から入ってき
た生き物 (P.11)

外来種
ちいき

ちいき

  オオムラサキ（おす）

失われつつある生物多様性

　わたしたち人間のくらしによって、生き物を取り巻く環境が変わり、生物
多様性が急速に失われつつあります。
　地球の歴史の中では、これまでにも自然現象の影響によって恐竜の大量絶
滅などが起きています。しかし、今起こっている絶滅のスピードは自然状態
の100～1,000倍にもなるといわれています。
　日本では3,596種もの生き物が絶滅の危機にあるとされています。
　秋の七草で知られるフジバカマ、雑木林でよく見られた国蝶オオムラサキ
など、わたしたちに身近な生き物も絶滅のおそれがあります。

た よう せい

  オオムラサキ（めす）

身近な場所を調べてみ
よう！
どんな生き物や自然を
見つけられるかな？

ワタの花

ワタの実 ワタ（綿花）の
糸より

林間学校
手引き：植林
（NHK for）

イネ

イネのはざかけ

た よう せい

（出典：環境省「こども環境白書」を加工して作成）
かんきょう かんきょう

阿倍野区 晴明丘小学校の林間学校のようす

げん

めつ めつぜつ

めつ き きぜつ

めつぜつ

しょう えい

ぞう き ばやし こく ちょう

きょう りゅう ぜつきょう

た よう せい

かん きょう

た よう せい

かん きょう

浄化作用

保水
ほすい

じょうか

（出典：環境省「こども環境白書」を加工して作成）
かんきょう かんきょう



2 大和川にすむ生き物
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　干潮の時に沿岸域や
河口域に現れる砂やどろ
がたまった場所のこと。
海の波の影響が少なく、
河川が流れ込み砂やどろ
を運んでくる場所にでき
ます。

干潟
えんがんいき

十三干潟のヨシ群落
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ほ

かんちょう

えいきょう

あらわか  こういき すな

すなか  せん

ひ　がた
か こう おおよど がわ よど がわ

よど がわ

こんちゅう

よど がわ

ぜき

いき じゅうきまそう

ひ がたたい  がん なか　 つ

1 淀川にすむ生き物
よど　がわ

　淀川の河口から淀川大堰までの約10ｋｍの間は、海の水と川の水が重なっ
て二層になっていたり、混じり合ったりする汽水域です。特に、淀川区の十
三付近や西中島付近、その対岸の北区の中津付近は、自然の干潟とヨシ原が
大きく広がる湿地となっているため、ここでしか見られないさまざまな生き
物がすんでいます。
　ほかにも、旭区や都島区、東淀川区などにワンドがあり、さまざまな植物
や鳥、魚や貝、昆虫などが見られます。
　この淀川を観察することで、わたしたちがたくさんの生き物とともに生き
ていることがわかります。

あさひ  く
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そう

ひがし よど　がわ    く

なにわ緑景（1990年）  大阪市北部（淀川）より抜粋
よどがわ

よどがわ

ばっすい

ばっすい

見てみよてみよう見てみよう
2 大阪市内にすむ生き物

淀川区　木川南小学校校歌

平野区　川辺小学校校歌

アユのち魚

ニホンウナギ

ニホンウナギのち魚

アユ

よど がわ やま と やま とがわ

やま と

がわ

がわ すい しつ

すい しつげん ざい

にんさん

すい けい ひがしすみ よし く

らん

くら

び び

おお   はば

ぜつ   めつ

わん

かく

　淀川と同じように、大和川もわたしたちのくらしを支えてきました。大和
川は、10年ほど前まで、水質が悪く、きたない川とされていました。しか
し、現在は以前と比べて水質が大幅に良くなっていて、さまざまな生き物が
もどってきました。アユやウナギをはじめ、絶滅のおそれのあるメダカやド
ジョウなど多くの魚が生息しています。なかでもアユは春に大阪湾から大和
川をさかのぼる数が１万尾から３万尾と推計されており、秋には東住吉区や
平野区で産卵が確認されています。

とやま がわ

大和川

よど がわ

淀川
どちらの川の絵にも
外来種がいるよ！

やま　　と　 　がわ

なにわ緑景（1990年）  大阪市南部（大和川）より抜粋
やま と がわ

十三干潟（淀川区）上：満潮時、下：干潮時
じゅうそうひがた まんちょう かんちょう

すい
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　これらの生き物以外にも、ワンドにはさまざまな水辺の植物が生え、
また水中にはヒメタニシやカワニナ類などの巻貝、イシガイなどの二枚
貝、エビのなかまなどを見ることができます。

カネヒラ ニゴイ ギンブナ
よどがわすいけい ぶん ぷ
ヨドゼゼラ
（淀川水系のみに分布）

エサキアメンボ

ハイイロゲンゴロウ

コアジサシ（夏鳥）ヒドリガモ（冬鳥）
右：おす、左：めす

ワンドスゲ

タコノアシ

アオサギ

ワンド近くに飛んで来る水鳥

ワンドにすむ魚

ワンド近くの希少植物
き しょうワンドの水面や

水中にすむ昆虫
こん  ちゅう

3 人がつくり変えてきた淀川の環境
よど がわ かん きょう

すいせい も けい

水制の模型

　淀川で使われた水制は、粗
朶（そだ）と呼ばれ、雑木を
たばねて作られたものです。
　水制はほかにコンクリート
でできたものもあります。

すいせいよどがわ

すい せい

すい せい

よ ぞう  き

水制をつくっているようす
昭和初期

　明治の初めごろ、大阪湾から淀川を通って京都まで蒸気船が通ることがで
きるように、淀川の水の深さをたもち、流れる速さをおさえることを目的と
して「水制」（水はねともいいます）というものがつくられました。この水制
に囲まれたところに土や砂がたまり、その上に水ぎわを好む木や草がしげり、
現在のワンドができあがりました。ワンドとは、淀川本流とつながっている
か、水がふえたときにつながる河川敷の池のことで、小さなものでも小学校の
プールの10倍、大きなものでは25倍ぐらいの面積があります。

　ワンドは、大きさ、深さなどがさまざまで、いろいろな形があります。底
が砂やどろのところ、水制の石積み、水草がしげる場所など、たいへん変化
に富んでいるので、多くの種類の生き物がいっしょに生きています。
　淀川全体で約80のワンドがあり、一つひとつ
の環境が少しずつちがっているので、それぞれ
がいろいろな種類の生き物のすみかになってい
ます。
　大阪市内には、旭区や都島区、東淀川区など
に約30のワンドがあります。 

1 ワンドとは？

すいせい

わん よど がわ

よど がわ

すい せい すい せい

よどげん   ざい がわ
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さん  らん ぜっ こう

あさひ　く ひがし よど　がわ    く

まき　がい に　 まい

がい

すな すい せい

やくよど がわ

かんきょう

と

水制の配置図
すいせい

この水制で囲まれたところがワンドになりました。

城北ワンド

2 自然の宝庫 ワンド

　ワンドは水の流れがあまりないため、池などにすむ魚たちにはくらしやす
く、水辺の植物の生えているところは魚の産卵やち魚がくらす絶好の場所と
なったのです。

ほう      こ

しろきた

すいせいよどがわ

淀川の水制（1939年）

ワンドができたしくみ

水制
本流 本流

土砂

ワンド ワンド

見見てみよてみよう見てみよう

よどがわ

しめふね

ふね

ふね

よどがわ ど しゃ

ひょうしき

しめ

　これは「みおつくし」とい
い、舟の航路を示す標識で
す。昔の淀川では、土砂がた
まり、浅くて舟が航行できな
い場所が多いため、舟が安全
に航行できる場所に立てら
れ、航路を示しました。
　みおつくしの上半分は、大
阪市の市章になっています。

昔の淀川での写真で
す。さて、これは何で
しょう？どこかで見た
ことのある形だね。



3 国の天然記念物　イタセンパラ
よど がわ よど がわ

よど がわ

よど がわ

すがた

たまご

たまご

なか

よど がわ

に　 まい   がい

に　 まい   がい

あかむらさきいろ

へ

へ

かん  きょう

かん  きょう

かん  きょう

こ たまご たまご

よく ねん

さんらん

イタセンパラの産卵のようす
に まいがい たまご

二枚貝の中で生きているイタセンパラの卵と
子ども

たまご

卵

ふ化した子ども

？ なぜ、イタセンパラを守ることが大切なのかな？

　イタセンパラを守ることは、イタセンパラが住むことができる環境をとり
もどすことであり、イタセンパラを守ることにより、同じような環境にくら
す生き物などをも守ることになります。つまりは、たくさんの生き物を守る
ことにつながるのです。

　淀川のワンドに生息していて、その美しい姿などから“淀川のシンボル
フィッシュ”とされているイタセンパラ（タナゴの仲間）は、8～10cmほど
の大きさの魚です。多くの種類の魚は春に卵を産みますが、イタセンパラは
秋に卵を産みます。9～10月ごろになるとオスはきれいな赤紫色になり、メ
スはお腹から出ている管を生きた二枚貝（イシガイやドブガイの仲間）の中
にさしこみ、50～100個の卵を産みます。卵は4日ほどでふ化し、子どもは貝
の中で寒い冬をこして６～7か月を貝の中ですごし、翌年の4～5月に泳ぎ出
ます。このように、イタセンパラは生きた二枚貝がいないと子孫を残すこと
ができないのです。
　昔の淀川のワンドは、イタセンパラにとってたいへんくらしやすい場所で
した。しかし、治水工事などによってワンドが減ったり、環境が変わってし
まったり、外来魚に食べられてしまったりして、今では淀川のワンドで見る
ことがむずかしくなっています。そのため、ワンドの環境をととのえたり、
外来魚を減らしたり、親のイタセンパラを放流したりするなど、ふたたびイ
タセンパラが元気に泳ぐ淀川の環境をめざしてさまざまな活動が進められて
います。

かん  きょう

かん  きょう

　外来種が入ってきたことにより、これまでの生物多様性が失われてしまっ
ています。もともとその地域にいた生き物の種類や数が減る半面、外来種の
種類や数が、近年急激に増えています。
　外来種の多くは、食料等として輸入されたものや、船や飛行機で知らない
うちに外国から運びこまれたものですが、中には、ペットショップで飼われ
ていたり、家庭で育てていたりした生き物が、人間の手によって、川や公園
などに放たれ、すみついてしまったものもいます。

4

1110

かん きょうよど がわ

こう ずい

よど  がわ

お

へ

へ かんきょう

へ

ひ がた

ど　  しゃ

ふ

淀川にすむ生き物にとっての環境の変化
淀川のワンドの変化
（赤川ワンド付近）

よど がわ

た よう せい

ふきゅう げき

ち　 いき

ゆ   にゅう

か

4 大阪市内にすむ外来種の生き物

　治水工事により洪水は起こりにくくなりましたが、さまざまな生き物がく
らしていたワンドや干潟は減ってしまいました。また、川の流れが1年中お
だやかになったことで土砂が流れにくくなり、ワンドの水や底がきれいにな
る機会も減りました。さらに、そのように変化してしまった環境を好むブ
ラックバスやブルーギルといった外来種の数が増え、もともと淀川にいた生
き物が食べられたり、すみかをうばわれたりするという問題が起こっていま
す。

豊かな生き物がいたワンド
1972年

ゆた

道路と公園になったワンド跡地
2016年

あと ち

えー！こんな動物も
住みついているの！？

オオクチバス
（ブラックバス）

ブルーギル 〔北アメリカ〕

〔  〕内は原産地

カダヤシ 〔北アメリカ〕

〔北アメリカ〕

〔北～南アメリカ〕

ヌートリア 〔南アメリカ〕 セアカゴケグモ アライグマ〔オーストラリア〕

（メダカそっくりだが、体が青っぽく、尾ひれが丸い）

大阪市内にすむ外来種

〔北アメリカ〕

学校で飼っているアメ
リカザリガニも勝手に
近くの川や田んぼに放
したらダメなんだね。

か

ウシガエル 〔北アメリカ〕 ミシシッピアカミミガメ アメリカザリガニ〔北アメリカ〕

イシガイ
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ち　 いき かぎ

ち　 いき

ち　 いき

えい きょう　 がい てき

ふ

た よう せい

く　  じょ

か　 のう　せい　　

し    いく さい    ばい

ほ　  ご

柴島再生干潟 柴島再生干潟でのシジミ掘りのようす

淀川でのごみ拾い活動

アシハラガニ

くにじま ひ がた くにじま

よどがわちょうさ

ひ がた ほ

赤川再生ワンドの調査のようす

5 現在行われている自然を守るための活動
げん ざい

ヤマトシジミ

アシナガゴカイ

ハクセンシオマネキ

カワザンショウガイ

よど がわ

よど がわ

めん せき

めん せき

げん しょう

ひ がた ひ がた

ひ がた

ひ がた

ぜつ  げん   いん

た    よう  せい

き     き

ひ がた

じ ばん ちん か

さい   せい

か せん かい しゅう えい きょう

くに じま え び え おお よど か のう ひ　  がた

さい せい

ぞうばい

かんきょう

　1940年代には淀川の左右両岸に干潟が連なり、干潟の面積は約180ヘク
タールあったとされています。ところが1998年には約50ヘクタールに減少し
ました。その原因は、河川改修による影響のほか、今から50～80年ほど前に
たくさんの地下水をくみ上げたことによって急に進んだ地盤沈下によるもの
と考えられています。
　現在、ワンドや干潟を再生する取り組みが行われています。干潟の面積を
元にもどすことを目標にして、柴島、海老江、大淀など可能な所から干潟の
再生事業が進められています。また、2008年3月に51個あったワンドを、お
よそ10年間で90個以上にするワンド倍増計画が進められていて、たくさんの
生き物がすむことができる環境づくりに取り組んでいます。
　ほかにも、淀川でのごみ拾いや、カニをはじめとしたさまざまな生き物
のすみかとなる干潟のそうじなどにみんなが協力して取り組んでいます。

　たいていの外来種は、やってきた地域の自然に合わなかったり、限られた
地域でしか生活できず、影響は小さいのですが、一部の外来種は、外敵が少
ないため、地域の自然にうまく入り込み、仲間をたくさん増やして、もとも
と大阪にすんでいた生き物をおそったり、すみかやえさをうばったりするも
のもいます。これまでの生物多様性を守るため、さまざまな生き物を保護
し、ともに生きていかなければなりません。
　外来種を駆除するというのも自然を守るための一つの方法ですが、大切な
ことは、問題を引き起こす、またその可能性がある外来種を入れないように
することです。ペットとして飼育や栽培をしている外来種を、自然の中にむ
やみに放さないことも、大切です。

淀川での外来水草駆除のようす
よどがわ く じょ

もともとその地域にす
んでいた生き物たちを
外来種から守る活動が
行われているんだね。

ち いき

外来種の水草（外来水草）がふえると…
はん も

はん も

とど

よどがわ

さん そ

しげ

　近年、淀川をはじめ、都市部の川やため池では外来水草の繁茂（おい茂ること）が大きな問題に
なっています。外来水草が繁茂すると水の中では何が起こるのでしょうか。
　大型の水草が水面をおおうと、まず、水の中には光が届かなくなり、他の水草はいなくなります。 
   また、水にとけている酸素が少なくなり、魚もすみづらくなります。

干潟にすむ生き物
ひ  がた

かんきょう

げんいん

悪いのは外来種かな？
こういう環境にしてしまった
原因はどこにあるのだろう？
これからぼくたちはどうして
いくのがよいのかな？　

外来水草（ボタンウキクサ）がいるとき、いないときの模型展示（自然史博物館）
も けい てん じ

も けいてん  じ

環境を守るために、わたしたちにできることは何だろう？
かん きょう

　わたしたちのくらしは、世界中の生き物からもたらされるめぐみによって支
えられています。しかし、わたしたち人間の活動が原因で、多くの生き物が絶
滅の危機にさらされています。
　生物多様性がもたらすめぐみをこれからもずっと受けられるようにするため
に、わたしたち一人ひとりができることを考えて行動することが必要です。

P.14の「調べ学習の
手助けページ」を
使って、どのような
生き物がいるか実際
に調べてみよう！

じっさい
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かん　 きょう
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　循環型社会とは、限りある資源を大切に使いながら再利用できるものはくりかえし使うな
ど、できるだけ地球環境に悪い影響をおよぼさないような社会のありかたのことをいいます。
　人が生きていくためには、どうしても地球環境をよごしたりきずつけたりすることがあり
ます。しかし、一人ひとりの心がけでそれをずいぶん減らすことができるはずです。
　社会ではどのような取り組みがなされていて、わたしたちはどのような心がけをもつこと
が大切なのでしょうか。いっしょに考えてみましょう。

じゅんかんがた かぎ し げん

えい きょうかん きょう

かん きょう

さい   り  よう

へ

調べ学習の調べ学習の手助けページ調べ学習の手助けページ

P.49 環境学習施設マップ⑩
自然体験観察園

https://water-pub.env.go.jp/
water-pub/mizu-site/mizu/suisei/

環境省　全国水生生物調査のページ
ちょう さかんきょうしょう

ホームページ

https://www.kkr.mlit.go.jp/yodogawa/index.html
淀川河川事務所
よど  がわ か  せん じ      む   しょ

ホームページ

P.49 環境学習施設マップ⑧
咲くやこの花館
さ

P.49 環境学習施設マップ⑨
長居植物園
なが  い

かんきょう そう ごう た   よう せい

http://www.kannousuiken-osaka.or.jp/biodiv/
大阪府立環境農林水産総合研究所 生物多様性センター
ホームページ

P.49 環境学習施設マップ④
かんきょう

かんきょう

かんきょう

かんきょう

自然史博物館

このマークの意味は何だろう？

　そういえば、工業製品のパッ
ケージなどでよく見かけるね。
これらのマークはどんな意味が
あって、何のためについているの
かな？

せい  ひん

使えなくなった家電製品、どうしますか？

　この４つの家電製品はすべて
「家電リサイクル法」で回収する
対象になっています。
　「家電リサイクル法」ってどの
ようなきまりなのかというと…。

かい

せい  ひん

たいしょう

しゅう

P.16～17

P.18～19

せい   ひん

かんきょうしょう

たい さく

https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/
index.html

環境省自然環境局ホームページ
日本の外来種対策　外来種問題を考える
ホームページ
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